
 ～取扱メーカー一覧～  

制御機器・電子機器・配線資材・事務機器     （５０音順・法人格省略） 

あ行 

アイレス電子 大型ＬＥＤ表示器 

アピステ 盤用クーラー 

相原電機 制御用変圧器/トランス 

アルファエレクトロニクス 精密抵抗器 

アメリカン電機 配線器具用プラグ 

アナログデバイス 半導体・電子部品 

Air Tac シリンダー・空圧機器 

IDEC 制御機器全般 

イートン 「ムーラー電機」 制御機器全般/海外 

イーター電機 スイッチング電源 

泉精器製作所 圧着工具 

イワセ エクスロンチューブ 

伊吹工業 汽笛・電子ブザー・舶用回転灯 

岩田製作所 冶具・固定金具 

宇都宮製作所 船舶用ヒューズ 

エスジー工業 インシュロック 

ＮＫＫスイッチズ「日開」 各種スイッチ 

ＳＵＳ アルミフレーム 

ＳＭＣ 空圧機器・制御機器 



ＮＫＥ 省配線機器・コンベア 

エフェクター 各種センサー 

エムシステム技研 信号変換器 

栄電舎 電気機器・システム制御 

大阪自動電機「オジデン」 各種フットスイッチ 

オリエンタルモーター 各種モーター・ファン 

オムロン 制御機器全般 

オーム電機  盤用クーラー・キャプコン 

オーデリック 各種照明機器 

音羽電機工業 各種避雷器 

小野ゴム工業 ゴムシート全般 

岡谷電機産業 各種ノイズ対策・サージ対策 

 

か行 

加美電子工業 制御用変圧器/トランス 

カメダデンキ 各種配線材料 

河村電機産業 制御盤用ボックス・配電機器 

河合電器製作所 工業用ヒーター 

キムラ電機 「キムデン」 制御機器全般 

木成ゴム ゴムシート全般 

北川工業 ケーブルクランプ・電子部品 

京セラエルコ 各種コネクタ・電子部品 



共立電気計器 メーター・測定器 

北澤電機製作所 舶用電機機器 

共和 包装資材・粘着テープ 

クラウス＆ナイマー 切替スイッチ/海外 

コーセル スイッチング電源・ノイズフィルタ 

興和化成 配線ダクト・配線材料 

コマニー パーティション 

国際電業 フットスイッチ・ソレノイド 

コガネイ 空圧機器・制御機器 

コンテック 計測制御・組込ＰＣ 

ＫＯＡ 半導体・電子部品 

 

さ行 

三桂製作所 各種フレキチューブ 

サトーパーツ 端子台・ヒューズホルダー 

坂詰製作所 ＬＥＤ表示灯・端子台 

栄通信工業 精密ポテンショメータ 

サンケン電気 無停電電源装置/ＵＰＳ 

サンコーシャ 雷対策・雷防護 

サンハヤト 基板関連製品 

サンミューロン 照光式スイッチ・ＬＥＤ表示灯 

山洋電気 冷却ファン・ＵＰＳ 



三和コネクタ メタルコネクタ 

サンワサプライ パソコン・タブレット周辺機器 

三平化学工業 マークチューブ 

三和電気計器 メーター・測定器 

三和電気工業 産業用コネクタ 

篠原電機 配電盤用資材 

品川商工 配線材料 

ＣＴＫ ホットマーカー 

ＣＫＤ 空圧機器・制御機器 

島田電機 防爆機器 

シャープ 半導体 

神港テクノス 温調計・制御機器 

新電元工業 半導体・電子部品 

スワロー電機 制御用変圧器/トランス 

住友３Ｍ 電気・電子・テープ 

住友電工 電線 

スタンレー電気 ＬＥＤ 

住電日立ケーブル 電線 

正興電機製作所 制御機器・カムスイッチ 

摂津金属工業「ＩＤＥＡＬ」 システムラック 

星和電機 配線保護資材・ノイズ対策品 



セフティデンキ 配線資材 

 

た行 

ダイキン工業 空調機器 

タキゲン製造 産業・工業用金物 

大同端子製造 圧着端子 

タカチ電機工業 産業用ボックス 

竹中電子工業 各種センサー 

多治見無線電機 メタルコネクタ 

ダイヘン 制御用変圧器/トランス 

タイコーエレクトロニクスＡＭＰ コネクタ 

タイコーエレクトロニクスレイケム チューブ 

敦賀電機 計器・変換機 

ＴＤＫラムダ スイッチング電源・ノイズフィルタ 

ＴＤＫ 半導体・電子部品 

寺崎電機産業 舶用システム・ブレーカ 

テンパール工業 配線用・漏電用遮断器 

ＴＯＡ セキュリティ機器 

ＤＤＫ「第一電子工業」 各種コネクタ 

テイシン電機 スペーサ・ケース 

ＴＩ 半導体・電子部品 

デジタル タッチパネル・回転灯 



東洋技研 制御機器全般・トランス 

東朋テクノロジー 端子台 

東芝機械 ＦＡコントローラ・モーター 

東海オートメ 近接スイッチ 

栃木屋 機構部品・機械部品 

東京コスモス電機 ポテンショメーター 

東日京三 電線 

 

な行 

ナイキ オフィス家具全般 

内外電機 制御盤用ボックス・配電機器 

名取製作所 配線材料・プラスチック製品 

日東工業 制御盤用ボックス・配電機器 

日本シーム工業 各種フレキシブルチューブ 

日本コネクト工業 スペーサー 

日本圧着端子製造 圧着端子・コネクタ 

日本ジッパーチュービング 各種保護資材 

日本航空電子工業 コネクタ 

日本フレックス 各種保護資材 

日本ＡＶＣ ケーブルグランド 

日本ケミコン コンデンサ・電子部品 

日新電機 「バンロム」 除湿器/バンロム 



ニチコン コンデンサ・電子部品 

日動工業 電工ドラム・溶接機 

日本モレックス 各種コネクタ 

日本ワイドミュラー 制御機器全般 

ネオフレックス ケーブルコネクタ 

ネグロス電工 電路支持材 

 

は行 

パナソニック 制御機器全般 

ハカルプラス 各種計器 

パトライト 回転灯・ブザー・端子台・ホイストスイッチ 

ハイウィン 各種ガイド・ボールねじ 

パンドウィット インシュロック・配線材料 

ハギテック 各種チューブ 

ヒロセ電機 各種コネクタ 

日置電機 データロガー・テスター 

廣杉計器 各種スペーサー 

日立製作所 制御機器全般 

平河ヒューテック 電源コード・各種ケーブル 

冨士端子工業 圧着端子・ヒューズ 

富士電機 制御機器全般 

不二電機  端子台・表示灯 



フジ電科 ハーメチックシール 

ブルック電気 白熱電球・ＬＥＤ球 

フジソク 各種スイッチ 

富士通 周辺機器 

ＦＩＢＯＸ ボックス/海外 

フジクラ 電線 

富士電線 電線 

フェニックスコンタクト 制御機器全般 

ヘラマンタイトン インシュロック・配線資材 

ヘニックス パネルメーター・表示器 

ホーザン 各種工具 

本多通信工業 各種コネクタ 

北陽電機 センサ・カウンタ 

 

ま行 

マーベル 各種工具 

ＭＡＸ レターツイン 

マキシム 半導体・電子部品 

マルヤス電業 スイッチ・パイロットランプ 

宮木電機製作所 防爆機器 

三菱電機 制御機器全般 

壬生電機製作所 端子台 



緑測器 ポテンショメータ・変位センサ 

未来工業 電気設備資材 

村田製作所 半導体・電子部品 

明工社 各種コンセント 

 

や行 

大和製衡 はかり全般 

ヤガミ 工業用ヒーター・保温工事 

安川電機 制御機器全般 

ユーアイニクス デジタルパネルメータ・カウンタ 

ＵＲＤ 電流センサー 

ユニパルス トルクメータ・指示計 

 

ら行 

利久電器 抵抗・電子部品 

理化工業 各種温度調節器 

リタール 制御盤用キャビネット 

ルネサス 半導体・電子部品 

ローム 半導体・電子部品 

 

わ行 

ワゴジャパン 制御機器全般 

渡辺電機工業 信号変換器 

 


